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平成２２年白老町議会広報広聴小委員会会議録 

 

平成２２年 ８月 ４日（水曜日） 

   開  会  午前１０時 ５分 

   閉  会  午前１１時５５分 

                                           

○会議に付した事件 

 １．議会懇談会について 

                                           

○出席委員（６名） 

 小 委 員 長  本 間 広 朗 君   副小委員長  斎 藤 征 信 君 

 委 員  前 田 博 之 君   委 員  松 田 謙 吾 君 

 委 員  熊 谷 雅 史 君   委 員  吉 田 和 子 君 

                                           

○欠席委員（１名） 

 委 員  玉 井 昭 一 君 

                                           

○説明のため出席した者の職氏名（なし） 

                                           

○職務のため出席した事務局職員 

     参    事   千 石 講 平 君 

     主    幹   熊 倉 博 幸 君 
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    ◎開会の宣告 

○小委員長（本間広朗君） それでは広報広聴小委員会をはじめたいと思います。 

                                  （午前１０時 ５分） 

                                           

○小委員長（本間広朗君） きょうの協議事項はレジメにもございますように、１から６までござ

いますので一つ一つテープを取りながらやっていきたいと思いますのでお願いします。 

 それでは１番目、町民からの意見・要望（まとめ）について、資料１をご覧ください。 

 前回、常任委員会でも出されました町民からの意見・要望をちょっと正、副でこのように、前回

も同じような形で常任委員会のほうに出されたと思いますが、このような形で議長経由で行政側に

出したいと思います。何か、気づいたところがありましたら。前回と、これは内容は変わっており

ません。 

 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午前１０時 ７分 

                                           

再  開  午前１０時 ７分 

○小委員長（本間広朗君） それでは休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 前回、常任委員会で出された町民からの意見・要望について、正、副でまとめたものをこのよう

に出してみましたが、これを議長経由で町政側に出したいと思います。この中で何か気づいたこと

がありましたら出していただきたいと思います。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） ちょっと補足します。この前出されたものは皆さんにも示したので

すが、委員長と副委員長でＡ班、Ｂ班で手分けをしてテープを全部ほどいたのです。それでどのあ

たりで意見らしい意見として整理をしたらいいか。それから、こちらで調べておきますと言ったも

のが何があったか、それをずっと調べていったのですがやはり１番出たのは１番目の①、②、③、

④の大きな問題。地デジの問題、バイオマスの問題、病院の問題、給食センターの問題、これはい

ろんな形で出されたのです。ただ、それがどうなっているかという問題ではなくて、住民にどう周

知をしたらいいのかということを町に問いかける必要があるのではないかと。我々が説明をするの

ではなくて、これは町が説明するべきではないかということで、一括この大きな問題については説

明をしてほしいと、説明責任を果たしてほしいということで、それをどう対応してくれるのかとい

うことでまとめたものなのです。２番目のほうは、これは道路の問題と、それから広報の問題は具

体的な問題として担当課で直接答えてもらわなければならないということでまとめました。以上、

これだけにまとめたということで了解をいただきたいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 何か気づいたところがありましたらどうぞ。前田委員。 

○委員（前田博之君） このまま今度議長名で出すということですね。内容がちょっとですけど、

まず１で、説明責任を果たすべきと考えますが対応を伺いますとありますけども、住民への説明責
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任を果たすべきであるとかというふうに、議会の意志をきちんと示したほうがいいのではないかと

思うのですけど。議会として対応を伺いますでいいのかどうか。果たすべきであるとか。 

それと①の地デジの工事となっていますけど、工事の内容より地デジとか光がどういうふうになる

のかということだと思うのです。だから地デジと光ファイバーの内容についてだと思うのです。工

事の内容だと単純にとられてしまうと思うのです。 

 それと②バイオマスの事業の経過はいいのですけど、財政的効果ではなくて財政負担とかではな

いですか。私が聞いていたのは効果より結構町が持ち出しが多いのです。それをどうとらえるか。

効果といったら効果だけだけど、財政負担がどうなっているかということだと思うのです。私はそ

う思って言っています。 

 あと、③の病院の健全運営と、これはサービス向上と入れなくていいのか。結構病院に対するそ

ういうソフトの部分の苦情が多いのです。そこが大事かと思うのです。だから私は病院の健全運営

とサービスの向上についてとかでいったほうが、こちらで考えている回答がくるのかと思うのです。

以上です。 

○小委員長（本間広朗君） それではちょっと一つ一つやっていきたいと思います。先ほどの１番

目の後半の町民への説明責任を果たすべきと考えますが対応をお伺いしたい。ここはどういうふう

に直していけばいいですか。説明責任を果たすべきと、この後前田委員どのような感じで。果たす

べきであるできってよろしいですか。その後、伺いますとかそういうのはつけなくてもよろしいで

すか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） では、住民への説明責任を果たすべきであるで切って、このように内

容をかえたいと思います。 

 続いて、①の地デジ工事と光ファイバー工事の内容についてですが、これも前田委員から地デジ

と光ファイバーの内容についてでよろしいですか。ほかの方、いいですか。何かご意見がありまし

たら。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） これは地デジと光ファイバーとポンポンと言ってしまったら単語の説明み

たいになってしまいますので、事業としてどうなのかということ。その効果だとか、そういったこ

とが町民はわからないし、不安も抱いているわけですから、その事業の内容を説明をすると。 

○小委員長（本間広朗君） では最後に、事業の内容についてということでいいですか。それでは、

地デジ事業と光ファイバー事業の内容についてでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） それでは、②バイオマス事業の経過と財政的効果についてとあります

が、ここは今前田委員から指摘がありましたがバイオマス事業の経過と財政的負担についてという

ことですが、皆さんどうですか。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） すべてそうなのですけども、言葉はどんなふうに答えやすく言って

あげれば１番いいわけなのですけど住民から出てきた言葉でそれを拾って、それを出せば大体全部
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説明しなければわからないことだと思って、どの言葉を使ってもいいのかとは思って載せたのです

けども、言われていることは間違いないと思うのです。だからそういうところまで説明しなければ

説明の意味をなさないわけだから、だからそういうふうに取りかえて、負担も必要だし、それから

これをやっていくら町のあれは有効なのだという話も出ていましたので、だからそれら全体が合わ

されればいいのではないかと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 二つつけるということでいいですか。効果についてもつけるというこ

とでいいですね。バイオマス事業の経過と財政的負担と効果についてというような内容でよろしい

ですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） このことについて、ほかの委員の方何かございましたら。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 次、③病院の健全運営とサービス向上についてと、前田委員のほうか

らご指摘がありましたが、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） ではこのようにしたいと思います。 

 ほかに、このような形で今前田委員からご指摘がありましたが、そのほかに何か気づいたところ

がありましたらどうぞ。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） それでは２番目の議会懇談会実施要領についてに入りたいと思います。

資料２をご覧ください。平成 22 年白老町議会懇談会実施要領(案)が資料２にございますが、特に大

きく加わったところはございませんが、今回の議会懇談会にあたって実施要領をちょっとまた変更

するところがあるかどうか、皆さんに確認しながらやっていきたいと思います。 

それでは１番目から開催の目的について。これは特に読んでいきませんで何か気づいたところが

ありましたら。これは皆さんに資料がいっているので、毎回読んでいただいていると思いますので、

内容はほとんど、ちょっと文言がかわっているところがありますが、大きくかわっているところは

ございません。何か気づいたところがありましたら。前回のと比較できないかもしれませんが。１

番目についてはかわっておりません。かわっているところをやっていきたいと思います。１番目に

ついてよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） それでは２番目について。実施時期等についてです。ここでは前の実

施要領には②ですが、おおむね２時間とする。原則、日中に開催する。今回はおおむね２時間とす

る。ただし、やむを得ない事情が発生した場合、この限りではないというふうに若干変更されてい

る程度でございます。この２番について何か気づいたところがありましたどうぞ。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） では２番目、このような形でいいですね。 
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 ３番目、懇談内容は、次に掲げるものとする。１から４までありますけど、これも前とはかわっ

ておりません。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） それでは４番目、班の編成及び構成について。くじ引きによりという

ことでちょっとかわりました。今回の実施要領でくじ引きによりやりますということです。よろし

いですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） ５番目、役割について。役割についても大きくかわったところはござ

いません。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 次、６番目、会議録についてです。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） この記録は前にときにはみんなで少しずつあれしようと言ったのだ

けども、なかなかそうはいかないですね。そして終わったあとメモを出して、さあみんな集めてそ

れを整理するなんてことも不可能でしょう。内容を覚えておくためにはみんなメモはしていますね。

これはどうなのでしょう。書いたから会議録に絡んで有効だということになるのでしょうか。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局なのですけど、この会議録というのは事務局の会議録として残

しておくのか。 

暫時、休憩いたします。 

休  憩  午前１０時２４分 

                                          

再  開  午前１０時３０分 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 ６番目の会議録についてですが、このような形でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 続いて７番目、懇談会次第について。①から、これもかわらないと思

いますが、何か気づいたところがありましたどうぞ。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 続いて８番目、資料です。よろしいですか。前田委員。 

○委員（前田博之君） 前回もやっていますので、特にかわったところだけやったほうがいいので

はないですか。 

○小委員長（本間広朗君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午前１０時３１分 

                                           

再  開  午前１０時３３分 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 
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 ８番、資料について。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） ９番、注意事項について。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 10 番、会場等について。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 11 番、周知方法について。周知方法については、前回の議会懇談会と

は多少違うところもありますので、皆さんと確認したいと思います。①の開催時期及び会場を早め

に決定し、町広報「げんき」に掲載する。これはよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） ②コンビニエンスストアに日程等を掲示する。これは報告会ではされ

ていますが、前回の議会懇談会ではやっておりませんがコンビニエンスストアに日程を掲示すると

いうことでよろしいですか。今回の議会懇談会でです。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） コンビニにやろうというのも一つの画期的な方法だったのですけど

も、この次はまたもっと広げていろいろと変化させながらやっていこうと言ったのだけど、果たし

てコンビニに張ったものがどれほどの効果があったかちょっとわからないのです。みんなから見て、

せっかく苦労して頼みに行ったのに大した効果がないのだったらだめだし、もっと広げたほうがい

いかなというような、例えば人のたくさん入るくまがいさんだとか何かまでやったのですが、かえ

ってああいうほうがあったのかという。コンビニと限定しなければならないこともないのかという

気もするのです。どうせ頼みに行くのなら。どんな場所でもいい、それぞれ議員が地域にいるわけ

だから、その地域の大体何件かに張ってもらうとか、一斉に張り出すとか、そんなような形をとっ

てもいいのかと。ただ、枚数をおさえるのに大変かもしれませんが。 

○小委員長（本間広朗君） 今、斎藤副小委員長からちょっと提案がありましたがコンビニエンス

ストア以外にも貼ったらどうかというご意見もありましたが、前回の報告会でもチラシは一応コン

ビニエンスストアに張ってくださいと確認に出されましたが、そのほかにも多分こここういうとこ

ろに張りたいけどいいかいという、そういうような委員の方もおりましたので、その辺どこどこに

張るかというのも本当は決めなければならないのかもしれませんけど、今回コンビニエンスストア

以外にもそういうようなところに対応していくというような形を取るというのはどうでしょう。斎

藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） だから原則コンビニにしておいて、そしてあとそれぞれにうちと仲

良くしているお店屋さんが近所にあるから、そこも入れて何枚という形にして、そういうお店屋さ

んのガラス窓を全部利用できるところは利用するという形で、皆さんから自分の周りのお店を聞い

て、そして枚数を数えたらどうなのでしょうか。 

○小委員長（本間広朗君） ②のコンビニエンスストアに日程等を掲示すると、この文言について

はこれはここで押さえておいてよろしいですか。前田委員。 
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○委員（前田博之君） 水を差すようで申し訳ないのですが、確かにこういう行動はいいと思うの

ですけど、私もコンビニ、くまがいさんの横に持って行って張ってもらって、張ってくれたかなと

思って確認しに行ったのですが、張ってくれてはいたのですけども正直な話、ほかのほうのポスタ

ーが結構カラーで派手で自分たちで行って選んでその場所に張れるならいいのだけど、任せっぱな

しなら悪いのだけど労力だけで効果があるのかと思うのです。だから、その辺は割り切ったほうが

いいのではないかと思うのです。だからいいものをつくって、逆にくまがいさんとか生協の１番見

えるところにでも張ってもらうのであればいいのだけど、白黒で持って行っても結果的に探しても

わからないのです。実際、現実問題としてどうかと。ただ、自分たちの自己満足だけはいいかもし

れないけど、頭を下げて張ってもらうのはいいけど、どうなのかと。私はセイコーマートへ行って

も、結果的に見えなかったし。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 確かに頼みに行けば断る店はないです。だけども、今言われたよう

に張ってあってもみじめさを感じるぐらい見劣りがしたということは事実です。だから、そこら辺

をどうするかというのも一つの課題には残っていたのではないかと思うのです。そういうふうにし

ながら、しないよりしたほうがいいかという程度のもので、やはり我々自分から行動をしなかった

らその気にもなかなかなれないということでは本当に、一人何枚かずつ持って頼みに歩くと、そし

て台紙をつけて少し見えるようにして、カラー刷りはちょっと不可能だと思うので、金銭的な問題

から言えば。だから台紙をつけたほうが安いでしょう。カラーの台紙をつけて、それで一人何枚か

ずつ持って広く張ってもらうという形のほうがいいのではないかと思うのです。効果は私もちょっ

と余りにも期待薄です。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私も本当はコンビニに張ってほしいところがあってドアの出入りをすると

ころに張ってほしかったのですけど、私はいいですと言ったけどここに張ってくださいと言えるま

でいかなかったというのがあって、人間関係もないし。だからそういった部分では、ただ、こうや

ってやっているのですねと店の人が言ってくれるということだけでも、今後回数を重ねることに場

所を目立ついいところに張ってもらえるようにするとか、あと公共施設の病院だとか、何か工夫を

しながら議員がやはりそういうことで動いているということが町民に対する一つのアピールになる

のかというふうに思うので、枚数はそれぞれ自分の貼りたいと思うところがあったら、それは議員

の自主的な行動でいいのではないですか。だぶったりもするので本当は分けたほうがいいのかもし

れませんけど、それはだぶっていればまたほかのほうへ行ってやればいいことですので、そんな何

十枚も持って走って歩くわけではないですから、何枚かずつ持って、そしてお願いして歩くとかと

いうことで。それはそれぞれの議員さんが自分たちで考えてここに貼りたいと言ったら、それをま

たコピーして台紙をつくっておいて張るような形で用意だけしておくということで、余りこれはど

こどこと細かくやる必要はないと思うので議員自らがそれぞれの地域の出す場所にお願いをすると、

そういうことでいいと思います。 
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○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長。 

○小委員長（斎藤征信君） 地域によっては誰も行かなくなる地域というのは出てくるから、それ

だけ解消できれば。議員の住宅が、居住地がかたまっている部分というのがあります。そうすると

１番浜のコンビニなんかは誰も行かなくなるわけです。社台も行かなくなると、そういうところだ

けちょっと気をつけてやれば。 

○小委員長（本間広朗君） それでは 11 番の周知方法について、コンビニエンスストア等に日程

等を掲示するということで、あと細かい台紙を張るとかというのは後でやります。コンビニエンス

ストア等に日程等を掲示するということでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 周知方法については特にあとはかわっているところはございませんの

でよろしいですね。 

 12 番、結果の公表等についてです。何かきづいたところがありましたらどうぞ。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） ３番目、議会懇談会実施計画について。資料３をご覧ください。日程

と班編成と時間については前回の常任委員会でこのように決まりまして、場所についてちょっとこ

のような案として正、副のほうで。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。できれば、例えば北吉原ふれあいプラザがありますね。ここば

かりなのです。北吉原の前浜でここ２、３回やっていないのです。それから虎杖浜も公民館があり

ます。あちらのほうでやるとか、それから竹浦は浜竹浦会館もあるし、それから萩野も公民館ばか

りなのだけど萩野生活館というのもあるのです。人口の密集地。そうすればあそこでやれば岩倉団

地も近いし、もう少しかえなければ同じ場所で来る人同じで７、８人なのだから、もっと場所を変

えてはどうですか。ずっと場所が同じです。もっと場所があるわけですから。 

○小委員長（本間広朗君） まず日程については 28 日、29 日、これは常任委員会で示したとおり

になりました。時間もそうです。28 日が 13 時からと 18 時からになっております。班編成もいいで

すね。今、松田委員のほうからご指摘がありました。まず場所を確認しながらいきたいと思います。

28 日 13 時から 15 時です。それでは社台生活館のほうからいきたいと思いますが、この社台生活館

についてはよろしいですね。ほかにどこかに会場がありましたら。ないですね。それと、今の松田

委員からご指摘がありました虎杖浜生活館で今までやっていましたが公民館でやったらどうかとい

うご意見がありましたが。では今回、これはまた常任委員会で提案していくものなので小委員会で

決まりましたということで虎杖浜公民館ということでいいですね。続いて竹浦です。浜竹浦、会場

はどの辺ですか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） はまなす会館があります。国道ぶちにあります。田渕たらこの隣あたりに

あります。 

○小委員長（本間広朗君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午前１０時４８分 
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再  開  午前１１時 ８分 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 ではいいですね。あと、特に何かありましたらテープを取って確認をしていきたいと思います。

よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） それでは議会懇談会実施計画班ですが一つ一つ確認していきたいと思

います。28 日 13 時 30 分から 15 時 30 分まで、場所が白老生活館、萩野生活館、北吉原生活館にな

りました。夜、18 時から 20 時までは社台生活館、川沿生活館、竹浦はまなす会館になりました。

29 日 13 時 30 分から 15 時 30 分は東町福祉会館になりました。夜、18 時から 20 時は萩野公民館に

なりました。続いて夜、虎杖浜公民館になりました。以上です。何かほかに気づいたところがあり

ましたらどうぞ。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 議会報告会のときに６時なら時間がちょっと早すぎるといって６時半にし

ませんでしたか。 

○小委員長（本間広朗君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午前１１時１０分 

                                           

再  開  午前１１時１１分 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 議会懇談会の日時の時間についてですが、18 時から 20 時になっていますが 18 時 30 分から 20 時

30 分ということでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） そのほかに何かございましたら。資料３の裏の面をご覧ください。確

認事項が書いております。それについてずっと読んでいただいて、あと時間の配分がいろいろ問題

なのかと思いますが、特にこの確認事項について気づいたところがありましたらどうぞ。時間配分

についてもおおむねこのような時間と、２時間以内に設定しておりますので、特に何か気づいたと

ころがありましたら。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） ここのところは前と違わないから大体これに準じながらやればいい

とは思うのだけども。ただ、この前の反省の中で役割分担だとか各班で協議をするということ。こ

このところで打ち合わせをどこでやるかという、そのあたりをしっかりしなければならないのでは

ないか。そこら辺だけしっかりできれば、あとはいいと思います。班に任せて、それぞれ１回は必

ずやるというふうに決めるか、それとも全体で１日かけて１回でやるか、そのあたりをきちんと決

めておいたほうがいいのか。 

○小委員長（本間広朗君） 皆さん何か意見がございましたら。常任委員会がまだ日程は決まって

いませんが今月の中頃に予定をしておりますので、そのほかにいろんな会議が入ってきておりませ
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んので近く１日とって常任委員会やっていますので、もしそのときにいろいろちょっと時間をとっ

て打ち合わせするということも。そのほかにまたその班によって必要があれば班ごとに集まっても

らってやるとか、それを小委員会で決めるか、そのほかにやってもらうとか。常任委員会に来たと

きにいろいろ打ち合わせをして終わりにするのか、その辺を皆さん考えていただきたいと思います。 

 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午前１１時１５分 

                                           

再  開  午前１１時１８分 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 資料４をご覧ください。懇談会の次第については毎回これも議会懇談会の内容とかわっていませ

ん。時間についても先ほど出されていた時間も同じくやっております。この４番について、何か気

づいたところがありましたらどうぞ。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） ４番の①から④のありますが、特にこれはここをかえてはどうかと。

これも特にあくまでも案というか、こういうのがありますけど、班ごとで任せるということでよろ

しいですね。特に小委員会でどうこうという話ではないと思います。４番、議会懇談会次第につい

て何かございましたらどうぞ。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 資料４の２、３がありますけど、これは挨拶と司会説明は特によろし

いですね。これは参考にしていただきたいということです。続いて５番目、議会懇談会の周知につ

いて。資料５、これも前回と同じように白老町町内会連合会会長あてに議長名で出されております

が、このような内容でいかがでしょうか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 続いて議会懇談会の案内文書の配布について。これは報告会となって

おりますが懇談会の開催の案内文書の配布についてです。これも各町内会長あてに議長名から出さ

れております。これもこのような内容でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 続いて資料５の２です。議会懇談会のチラシです。これは町内会回覧

用と書いておりますが、このような形になります。特に何か気づいたところがありましたらどうぞ。

町内会回覧用ですからこのような形になろうかと思います。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 続いて資料５の３、議会懇談会のこれがコンビニ等で張られるポスタ

ー、これは今Ａ４になっておりますが、前回と同様Ａ３に引き伸ばしてカラーの台紙を張ってコン

ビニ等に委員が張るということになりますが、そのような形でよろしいですか。特にレイアウト、

何か気づいたところありましたらどうぞ。これもまた常任委員会でも提案していきたいと思います。
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前田委員。 

○委員（前田博之君） これは日時・会場の表なのだけど、これは先に会場をもってきてはどうで

すか。日にちがあって、会場はどこかと、それで時間のほうがいいと思うのですがどうですか。時

間よりやはり先に会場。やはり入れかえたほうがいいと思うのですがどうですか。会場を見て、こ

この会場は何時からかなとか。時間を見てから会場を決めないと思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 皆さんいかがですか。最初に会場をもってくると。これはどちらでも、

今前田委員からそういう指摘がありましたのでかえるということで、最初に会場をもってきてあと

で日程をもってくると。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 会場を先にもってきて、あと午前と午後の間の線だとか 28 日と 29

日の間の線だとか、ちょっと太めにして、ここはきちんと分かれているのがわかるように 

○小委員長（本間広朗君） こちらのほうには開催時間は６時半になっております。ほかに気づい

たところはございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） では会場をもってきて、次に開催時間をもってきて日程ということに

なります。開催時間の中はかわらないですね。このままで会場と日程がかわるというだけでいいで

すね。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） ３つ合わせて太く書いて１時半から３時半と同じことを並べるとわ

からなくなるから、この３つを三段全部上げてここに大きく１時半から３時半の部分、その下に６

時半から８時半までの部分で三段抜きで１つで書けば、そして会場があれば時間もわかるし。 

○小委員長（本間広朗君） この辺をちょっとレイアウトしていただいて正、副で見てまたいきた

いと思います。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 次はございませんが次の資料の中に町内コンビニ、これもいいですね。

参考資料になります。それと公共施設の一覧が載っております。ということで５番目の議会懇談会

の周知について終わりましたが、５番の中で何か気づいたところがございましたらどうぞ。いいで

すか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） それでは６番目、広報広聴常任委員会の開催についてです。日程がお

盆明けの週になろうかと思いますが、できれば早いほうがいいということで 16 日からの週を、特に

ほかに会議、委員会等が入っておりませんので常任委員会単独でやることになると思います。日程

を皆さん見ていただいて調整をしていただきたいと思います。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） これは常任委員会で皆さんに諮って、なぜ８月の早めにやったほうがいい

かということは町広報の「げんき」に載せてもらうということですね。それの最終締め切りが何日

なのか。それに合わせなければならないですね。町内会の回覧も 27、28 日ぐらいにはもう渡さなけ

ればならないのです。だから最終的な日程を教えていただいて、それに合わせて日程を組んでいっ
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ていったほうがいいと思います。その最終締め切りがどういうふうになっているかというのを。 

○小委員長（本間広朗君） 熊倉主幹。 

○主幹（熊倉博幸君） ８月の各町内会の文書の発送日が 25 日になります。ですから、その前に開

いていただければよろしいかと思います。 

○小委員長（本間広朗君） それと今言われた広報「げんき」の原稿締め切りが 10 日ぐらいです

ね。16 日の週でできるだけ早いほうがいいかと思いますが、皆さんどうですか。16 日の週は特に委

員会、会議等は入っていますか。熊倉主幹。 

○主幹（熊倉博幸君） 入っていないです。 

○小委員長（本間広朗君） できれば 16 日の週にやりたいと思いますが、皆さんいかがでしょう

か。19 日か 20 日、どちらかにするというご意見、私はどちらでもいいのですが。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） そこまで絞っているのだったら、あと議会とのほかの調整もあると思うの

でそちらのほうから行かれてはいいのではないですか。16 日の週に常任委員会をやるということで

日程をそちらで組んでもらって、ここで我々が決めるというのはいかがなものかと。 

○小委員長（本間広朗君） 皆さんのいろいろご都合もあると思いますので、できるだけ皆さんが

出席していただくということなので。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） これと決めて言えば、あとはだめな人はだめと言うので 20 日なら

20 日と、20 日にしたいけどどうですかと聞けば 19 日か 20 日しかないのです。 

○小委員長（本間広朗君） 16 日の週は何も入っていないので、ただできれば私は早いほうが。 

○委員（前田博之君） できれば 23 日にやってほしいです。今週は何も入れないほうが今週はずっ

とお盆です。20 日の週で。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局の日程としてはよろしいですか。24 日は。でも広報「げんき」

は大丈夫ですか。23 日でいいですか。では８月 23 日月曜日の 10 時からでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） ということで 23 日 10 時からということに決まりました。 

 その他に入りたいと思いますが、その他何かございましたら。 

 ちょっと事務局のほうからお願いします。千石参事。 

○参事（千石講平君） 北海道町村議会議長会のほうから広報全国コンクールに向けての応募、広

報誌の送付依頼がきておりますので、これについての選定をお願いしたいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） まず、これを例年どおり出していくということでよろしいですか。 

○副小委員長（斎藤征信君） 慣例になっていて出していくのならつまらないと思うのです。 

○委員（熊谷雅史君） 要請がきていますということなのだから出す出さないとここで決めるので

すか。出す出さないという議論になるのですか。 

○副小委員長（斎藤征信君） 出しますかときているのだから、出すか出さないかというのはこち

らで決めることでしょう。 

○小委員長（本間広朗君） まずそれを確認してから出すということだと思うのですけど。 
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○委員（熊谷雅史君） それだったら小委員会で議論する中身ではなくて常任委員会でやってもら

ったほうがいいのではないですか。私はこの小委員会だけでこのようなことを、出す出さないとい

うことを勝手に決められることにならないと思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午前１１時４０分 

                                           

再  開  午前１１時４７分 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 第 25 回町村議会広報全国コンクール、これを出すことになりましたので、資料を各委員に見てい

ただいてどれを出すか議論していただきたいと思います。 

 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午前１１時４８分 

                                           

再  開  午前１１時５０分 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 128 号から 131 号のこの４冊の中から選んでいただきたいと思います。128 号は議会報告会の表紙

になっております。１番新しい 131 号が小鳩保育園卒園式、引継式の表紙になっております。あと

中身、内容について見ていただいて。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） これが１番直近にだし、今言ったように賛否も載っているし、この裏には

議会報告会をします日程も出ているし、いいのではないですか。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員は 131 号ということです。ほかにございますか。斎藤副小委

員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 出席状況、賛否の状況が書いてあって、そのほかに議会懇談会の話

だとか、それから自分たちの議員報酬引き上げの審議をしている報告だとか、そういう議会として

身近な内容が載っているということでは 130 号が捨てがたいという感じがするのです。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長から 130 号がいいのではないかという提案がございま

したが、吉田委員いかがですか。 

○委員（吉田和子君） 私は内容としては 130 号か 131 号だと思っています。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員いかがですか。 

○委員（前田博之君） 私も 130 号か 131 号だと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 松田委員いかがですか。 

○委員（松田謙吾君） 任せます。 

○小委員長（本間広朗君） どうしますか。ここでなかなか決められないかと思いますが正副委員

長に任せていただけますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 



 14

○小委員長（本間広朗君） わかりました。ということで正副委員長にお任せしていただきたいと

思います。そのほか、コンクールについてありましたら。全体をとおして何かございましたら。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                           

  ◎閉会の宣告 

○小委員長（本間広朗君） それでは以上で、きょうの日程をすべて終了いたしました。 

 以上で広報広聴小委員会を終わります。ありがとうございました。 

                                  （午前１１時５５分） 


